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【2016 年 2 月 29 日発行】 

 

2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス、リレー競技部門併設大会 

プログラム 

 

 

期日：2016年 3月 12日（土）、13日（日） 

     ・3月 12日（土） ミドル・ディスタンス競技 

     ・3月 13日（日） リレー競技、個人競技 
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主催：日本学生オリエンテーリング連盟  

主管：2015 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 
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後援：栃木県オリエンテーリング協会、 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会、 

塩谷町、塩谷町教育委員会、矢板市、矢板市教育委員会 
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１．大会日程 

 3 月 12 日（土）ミドル競技 

時間 併設大会 学生の部（主要事項） 

7:30 駐車場 開場  

8:00 大会専用バス 矢板駅東口発 始発便出発  

7:45 競技会場 開場  

8:00～
16:00 

リレーオーダー表 受付  

9:10 併設大会ミドル競技 競技開始  

11:50 大会専用バス 矢板駅東口発 最終便出発  

11:10 併設大会ミドル競技 スタート閉鎖  

11:40  選手権クラス 競技開始 

12:00～ 大会専用バス 競技会場発 出発  

12:30 併設大会ミドル競技 フィニッシュ閉鎖  

13:30 調査依頼受付締切  

15:00  表彰式 

17:00 競技会場 閉場  

17:00 駐車場 閉場   

 3 月 13 日（日）リレー・個人競技 

時間 併設大会 学生の部（主要事項） 

7：30 駐車場 開場  

8：10 大会専用バス 矢板駅東口発 始発便出発  

7:45 競技会場 開場  
8：00～

9：10 
リレーオーダー表 受付  

9：00 更衣室利用中止（11:50まで利用不可）  

9:00～ リレー競技 デモンストレーション  

9:30  ME 競技開始 

9:40  WE 競技開始 

10:10 リレー、個人競技開始  

10:45 大会専用バス 矢板駅東口発 最終便出発  

11:40 OSL/OSS フィニッシュ閉鎖  

12:00～ 大会専用バス 競技会場発 出発  

12:40 OSL/OSS 調査依頼受付締切  

13:10 ORL/ORS リスタート時刻  

14:00～  表彰式・閉会式 

14:40 ORL/ORS フィニッシュ閉鎖  

15:40 ORL/ORS 調査依頼受付締切  

16:30 競技会場 閉場  

16:30 駐車場 閉場  
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２．来場案内   

     

 

 2.1 自家用車による来場 

 塩谷町玉生運動広場（旧玉生中学校）を、参加者の駐車場として開放します。駐車場までは、東

北自動車道矢板 ICから約20分（12km）です。また、駐車場から会場までは、赤テープ誘導徒歩

15分です。 

 駐車券の発行はいたしません。駐車希望の方は当日直接お越しください。 

 多くの方が駐車場を利用できるよう、ご協力ください。駐車時は、隣の車との間隔が広くならないよ

うにしてください。 

 運動場内には駐車禁止区域があります。大会役員の誘導や案内看板に従って駐車してくださ

い。 
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2.2 大会専用バスによる来場 

 JR 矢板駅東口から競技会場まで、大会

専用バスを往復 1,000 円で運行します。

料金は往路（会場行き）利用時、乗務員

にお支払いください。 

 事前の予約等は不要です。競技出場者

のほか、観戦等で来場される方も利用可

能です。 

 乗車時間は約 20 分です。会場へはバス

下車後、徒歩でさらに 5 分ほどかかりま

す。 

 バス料金は往復分徴収いたしますが、片道のみ利用の場合は下記のように対応いたします。 

 往路（矢板駅→競技会場）のみ利用 

             往路利用時に 1,000 円を徴収いたしますが、競技会場受付にお申し出いただければ、

乗車券と引き換えに 500円を返金いたします。 

 復路（競技会場→矢板駅）のみ利用 

             競技会場受付で 500円をお支払いください。 
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 運行時刻は下記のとおりです。 

3月12日 

矢板駅発 

8:00、8:20、8:40 

 ・・・（宇都宮方面からの電車に接続する時間に運行）・・・11:50 

3月12日 

会場発 

12:00、12:30、13:00・・・（表彰式の終了等に合わせ随時運行） 

・・・最終便16:00～16:30 頃 

3月13日 

矢板駅発 

8:00、8:20、8:40  

・・・（宇都宮方面からの電車に接続する時間に運行）・・・10:45 

3月13日 

会場発 

12:00、13:00・・・（表彰式の終了等に合わせ随時運行） 

・・・最終便16:00～16:30 頃 

※この運行時刻は、当日の競技の進行状況、利用される方の人数によって前後する 

可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。 

 

 2.3 路線バスによる来場  

 JR 矢板駅または東武鉄道新高徳駅から会場近くの梍橋停留所まで、しおや交通による路線バ

スが運行されています。停留所から会場までは徒歩 10分です。ただし、来場に適した時間の運

行はありませんので、上記の大会専用バスの利用を推奨します。また、しおや交通路線バスの

当該路線は日曜日は全便運休です。 

 宇都宮駅西口からは関東バス玉生車庫行きが運行されています。終点の玉生車庫停留所か

ら会場までは徒歩で約 30分かかります。 
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３．大会全般 

 3.1 運営者連絡先、公式 HP 

    併設大会に関するお問い合わせ 

       icmr2015_heisetsu■yahoo.co.jp  （■は@に変えてください） 

競技エリア周辺への宿泊、大会での忘れ物等に関するお問い合わせ 

   icmr2015_information■googlegroups.com  （■は@に変えてください） 

大会Webサイト（学生の部共通） 

http://www.orienteering.com/~ic2015/ 

 

 3.2 立ち入り禁止 

競技の公平性を保つため、本大会への参加を予定している方（学生の部参加者、チームオフィシャ

ル等含む）および観戦を予定している方は、本大会終了までの期間、栃木県塩谷町のうち、３ページに

示す立入禁止区域への、オリエンテーリング目的（テレイン視察含む）での立ち入りを禁止します。（ただ

し、本大会での競技参加時を除く） 

また、立入禁止区域の設定に伴うクローズテレインがあります。クローズテレインの地図は、大会公式

Webサイトにて公開しております。 

 クローズテレイン 

『☆彡しおや』（2003年日本学生オリエンテーリング連盟作成） 

※矢板塩田は現在、クローズテレインとなっております。詳細は日本学連の公式Webサイトをご覧く

ださい。 

 立入禁止区域の宿泊施設の利用について 

立入禁止区域内には、星ふる学校「くまの木」・塩谷町自然休養村センターの2つの宿泊施設

がございます。原則として本大会開催までの期間、両宿泊施設の利用も可能です。利用する場合

には、①宿泊団体名、②宿泊施設名、③宿泊人数、④宿泊日を記入の上、下記メールアドレスに

ご連絡ください。その後主管からの連絡があり次第、各自が直接宿泊施設に連絡の上、宿泊の予

約を行ってください。なお本大会運営の都合上、宿泊のお断りをお願いする場合がございます。ご

理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

    宿泊をご希望の際の連絡先 → icmr2015_information■googlegroups.com 

                    （■は@に変えてください） 

 

 3.3 傷害保険 

     本大会では傷害保険に加入しています。この保険は併設大会へ出場される日付にのみ適用されま

す。 

怪我等により治療を受けた場合は、通院以上で、以下の通り保険金が支払われます。 

 死亡、後遺障害：200 万円 

 入院：3,000 円/日(180 日限度) 

 通院：1,５00 円/日(事故の日から 180 日以内で 90 日限度) 

傷害保険についての問い合わせ・請求等は、併設大会連絡先までお願いします。遠方からご参加者

の方は、往復時の事故に備えて、国内旅行保険への加入もご検討ください。また、万一に備え、健康

保険証のコピーをご持参ください。  
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3.4 写真撮影について 

本大会では、参加者の競技の様子、観戦者、競技や会場の風景を、主催、主管や報道機関が撮影

させていただくことがあります。本大会で撮影した写真は、大会報告書およびオリエンテーリングの普及、

広報活動（新聞、雑誌、広報誌、Webサイト、チラシ等）のために利用させていただくことがあります。 

 

3.5 近隣の方へのマナー 

テレイン内、競技会場周辺には住宅地が存在します。民家の敷地内を通行しない、地元の方への挨

拶等、マナー順守を徹底してください。 

 

  3.6 本大会での忘れ物の扱い 

    大会会場およびテレイン内の忘れ物は、大会終了後1ヵ月間保管します。忘れ物の情報は、大会公

式Webサイトにてお知らせします。 

忘れ物についてのお問い合わせ → icmr2015_information■googlegroups.com 

（■は@に変えてください） 

  

3.7その他、競技会場における注意 

 テレイン内（競技会場含む）には、要項に記載されている立入禁止区域内の地図およびそれに類

するもの（O-Map、行政図、コピー、写真、イラスト等）の持ち込みを禁止します。持ち込んだ場合に

は、失格等の措置を取る場合があります。また、本大会では1日目の競技終了後、使用した地図

の回収は行いませんが、競技会場等で地図を見たり、他の参加者に見せることは絶対におやめく

ださい。 

 テレイン内（競技会場含む）および大会専用バス内での飲酒、喫煙、また火気の使用を禁止しま

す。 

 すべての競技者は、競技より優先される不慮の事故が発生した場合には、最寄りの役員、あるい

は大会本部に連絡してください。 

 大会への参加は、自分自身の健康状態を十分考え、絶対に無理はしないでください。 

 ゴミは必ずお持ち帰りください。 

 参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失については、主催、主管はその責

任を負いません。 
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４．競技全般の情報 

 4.1 競技形式 

3月 12日（土） ： ミドル・ディスタンス競技（以下ミドル競技とします） 

3月 13日（日） ： 3名によるリレー競技、一斉スタート方式による個人競技 

 

 4.2 地図の仕様 

ミドル競技、リレー競技、個人競技いずれも、地図の仕様は以下のとおりです。 

縮尺／等高線間隔 1:10000／5m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4（297×210mm） 

地図表記 JSOM2007準拠 

耐水性 透明ビニール袋封入済 

コントロール位置説明 JSCD2008準拠 

特殊記号 ×（黒）：人工特徴物 

 

 4.3 コントロール位置説明 

コントロール位置説明表は地図に印刷されているほか、下記の通り事前配布を行います。コントロー

ル位置説明表の携帯には、ビニール袋、コントロールカードケース等の利用も可能です。 

 ミドル競技 

スタート地区 3分前枠で配布します。寸法は 180×60mm以下です。 

 リレー・個人競技 

事前配布は行いませんが、３月１３日朝、公式掲示板に、全コントロールの位置説明を掲示します。

ただし、各コースのコントロール位置間のつながりは明示されておりません。 

 

 4.4 テレインの概要 

本テレインは、塩谷町東部の平野に程近い里山に位置しています。標高は 200～400m であり、全

体として緩やかな傾斜を持っていることが特徴です。内部の地形は中央の耕作地や牧場によって大きく

3 つのエリアに分かれており、藪の発達した北部、明瞭な尾根沢のある西部、緩やかな地形の多い東

部とバリエーションに富んだものとなっています。また、通行可能度については低木や小さい倒木等によ

り全体的に低めとなっていますが、一部のエリアでは十分にスピードを出して走行することが可能です。 

  

4.5競技中の注意事項 

 一部のクラスにおいて、車やバイクが通行する道路を横断する場合があります。横断の際は周囲に

十分ご注意ください。 

 民家の側を通行することがあるため、住民の方との接触事故等に注意してください。 

 立入禁止区域には絶対に侵入しないでください。テレイン内には耕作地が多く存在するため、立ち

入らないよう十分にご注意ください。 
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 4.6 公式掲示板 

競技会場に公式掲示板を設置します。プログラム発行後の変更点や連絡、裁定委員の氏名等、参

加者に対する公式な情報はすべてこの掲示板によって通知します。出走前に必ず内容をご確認くださ

い。 

 

 4.7 各クラスの概要 

     各クラスのコースの概要、および競技時間は、下記のとおりです。 

 クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分) 

3月12日 

ミドル競技 

OAL 3.8 140 30 

OAM 2.7 90 25 

OAS 2.2 70 20 

OB 1.7 40 20 

3月13日 

リレー競技 

ORL 2.5-2.6 120 25 

ORS 2.2-2.3 120 25 

3月13日 

個人競技 

OSL 2.5 120 25 

OSS 2.3 120 25 

 リレー競技の距離、登距離、優勝設定時間は、1人当たりのものです。 

 表の距離は、スタートから全てのコントロールを経由したフィニッシュまでの直線距離、登距離

は最速と予想されるルートでの値です。 

 競技時間は、ミドル競技 1時間 30 分、リレー競技 4時間 30 分、個人競技 1時間 30 分で

す。競技時間を超えた選手・チームは失格となります。競技時間を超過した場合には、競技

中であっても速やかにフィニッシュへ向かってください。 

 

 4.８ ナンバーカード 

    出走の際は、必ず主管の配付するナンバーカードを、胸の見やすい位置に水平に付けてください。スタ

ート時にナンバーカードを付けていない方は出走できません。なお、ナンバーカードの固定に必要な安

全ピンは、お手数ですが各自でご準備ください。なお、安全ピンは若干数を受付で販売もいたします。 

 

 4.９ 計時システム 

初心者クラスをを除くすべてのクラスにおいて、EMIT社の電子パンチング計時システム（e-card）を

使用します。スタート時にe-cardのない選手は出走できません。なお、e-cardの使用上の注意事項は

下記のとおりです。 

 同じ番号のコントロールで続けて2回以上パンチした場合、最初のパンチのみが記録されます。 

 途中で誤ったコントロールのパンチが記録されていても、正しい順番で回ったことが確認できれば

完走と認めます。 

 e-cardへの電子的な加工は認めません。バックアップラベルをテープなどで固定することは認め

ます。 

 個人所有のe-cardを忘れた場合は、主管が用意したe-cardを貸し出します。その場合、レンタル

料（300円／日）を徴収します。希望者は大会受付に申し出てください。 

 レンタル e-card を紛失もしくは破損した場合、弁償金として実費を徴収します。 
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 4.10 救護所 

ミドル、リレー共に、競技会場およびテレイン内に救護所が設置されます。テレイン内救護所では、選

手自身で手当てをした場合は支障がなければ競技を続けることができますが、手当てに役員の手を借

りた場合には失格となります。 

 

 4.11 調査依頼・提訴   

 調査依頼 

大会受付に用意する所定の文書で行ってください。調査依頼の受付は、ミドル、リレー共に大会

本部で行います。調査依頼の締め切りは、フィニッシュ閉鎖の 1 時間後とします。調査依頼に

対する回答は公式掲示板に掲示します。 

 提訴 

調査依頼に対する回答に疑義がある場合は、提訴を行うことができます。大会受付に用意する

所定の文書で、裁定委員会に対して行ってください。提訴の受付は、ミドル、リレー共に大会本

部で行います。提訴の締め切りは、調査依頼の回答が通知されてから 15 分後とします。提訴

に対する裁定委員会の判断は最終的なものとなります。関係者に通知される他、大会報告書に

て報告されます。 

 

 4.12 競技中・競技前後の誘導 

        本大会で使用するテープ誘導の一覧は下記のとおりです。 

 赤色 駐車場～競技会場の誘導 

 
赤白色 競技中におけるすべての誘導 

 

 
青色 

【ミドル】 

競技会場～スタート地区誘導 

 
緑色 

【ミドル】 

フィニッシュ地区～競技会場誘導 

 
青黄色 一部の立入禁止区域の境界付近 

 

 
黒黄色 テレイン内障害物への注意喚起 
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５．3月 12日（土）ミドル競技 

 5.1 会場レイアウト 

 競技会場外はすべて競技エリアです。 

 競技会場内のウォーミングアップエリア以外の場所では、危険防止のため、競技時以外に走ること

はお控えください。 

     

  

5.2 受付 

 配付物の入った封筒をお持ちください。（配付はセルフサービスです。）封筒には E カード（レンタ

ルの場合のみ）、バックアップラベル、ナンバーカード 1 枚が封入されています。安全ピンは各自

でご用意ください。 

 申し込み時に不備があった方は、封筒内に配付物の代わりにお知らせを封入します。受け付けに

て上記配付物と交換してください。 

 コンパスの貸し出しを行っています。保証金等は必要ありませんが、破損、紛失した場合などは実

費をいただきます。 

 個人所有の e-card を忘れた方には、レンタルを行っていますので、受付にお申し出ください。レン

タル代は 300 円です。なお、e-card を紛失、破損された場合は実費をいただきます。 

 初心者クラスを除き、当日申込み可能なクラスはありませんのでご了承ください。 

 

5.3 更衣室の利用 

 競技会場外側に更衣室を設置します。更衣室は競技中の荷物置き場としては利用できません。 

 

5.4 会場～スタート 

 競技会場から青色テープ誘導で、徒歩 50分です。 

 テープ誘導区間の途中に、歩測区間を設けます。 
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5.5 スタート 

 ナンバーカードおよび e-cardのない選手は出走できません。 

 スタート間隔は 1分です。 

 スタート閉鎖時刻は 11:10です。スタート閉鎖時刻を過ぎた場合には出走できません。 

 スタート地区から競技会場への、主管による荷物輸送等は行いません。 

 スタートの流れは下記のとおりです。 

スタート 

3分前 

スタート枠に入場してください。e-card をユニットにはめ込み、

アクティベートを行ってください。故障が疑われる場合は、役

員に申し出て e-card を交換してください。 

コントロール位置説明表があります。 

スタート 

2分前 

2分前枠に移動し、自分のクラスのレーンに入場してください。

自分のクラスの地図をお取りください。 

スタート 

1分前 
1分前枠に移動してください。 

スタート 

合図とともにリフトアップスタートしてください。 

スタート後、赤白色テープ誘導に従って進み、スタートフラッ

グ（地図上の△）を通過してください。従わなかった場合は失

格とします。 

 

5.6 遅刻スタート 

 スタートに遅刻した選手は遅刻枠に直行し、役員の指示に従ってスタートしてください。 

 計時はスタートリストに記載されている時刻から開始されます。 

 他の選手の都合により、すぐにスタートできない場合があります。 

 15分以上遅刻した場合、参考記録となります。 

 

5.7 競技時間 

 競技時間は 1時間 30分です。 

 競技時間を超えると失格となります。競技時間を超えそうな場合は、競技中でも速やかにフィニッ

シュに向かってください。 

 

5.8 競技中の誘導 

 競技中には、クラスによって誘導が分岐する箇所があります。当日公式掲示板にレイアウトを示し

ます。 

 誘導分岐点には、誘導の補助として看板を設けます。 

 

5.9 フィニッシュ 

 一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でe-cardをフィニッシュに提

出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

 最終コントロールから赤白色テープ誘導に従って進んでください。これに従わなかった場合は失格と
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します。 

 フィニッシュを示すユニットをパンチした瞬間を競技終了（パンチングフィニッシュ）とします。フィニッ

シュ後は追い越し禁止とします。 

 フィニッシュ後、緑色テープ誘導に従って競技会場まで帰還してください。e-cardの読み取りは誘導

区間の途中で行います。 

 e-cardは役員の指示に従って提出してください。e-cardを提出できない選手は失格とします。 

 ミドル競技のみ参加の方は、フィニッシュでレンタルe-cardを回収します。翌日も出場される方は回

収しませんので、そのままお持ちください。 

 フィニッシュ閉鎖時刻は12:30です。 

 

5.10 競技後の地図について 

 使用後の地図は回収しませんが、競技の公平性を保つため、13日の地図返却時刻までの間、他

の参加者に使用した地図を見せないでください。 

 

5.11 調査依頼 

 フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 

 調査依頼を行う場合は、フィニッシュ後、速やかに調査依頼用紙に必要事項を記入し、大会本部

へ提出してください。調査依頼用紙は大会受付に用意します。 

 調査依頼受付の締切は、13:30です。 

 

 5.12 表彰 

 表彰式は実施しませんが、入賞者には賞状および商品を贈呈します。 

 表彰対象者は、各クラス男女それぞれの上位3名です。 

 表彰対象者は放送で発表いたします。発表がありましたら、対象の方は本部前に集まってください。 

 

 5.13 リレーオーダー提出 

 13日のリレー競技（ORL・ORS）に出場される方は、受付で走順を示すオーダー表をご提出ください。

申し込み用紙に記入したとおりに出走する場合でも、オーダー表の提出は必要です。12日に来場

されない方は、13日の9：10までにご提出ください。 

 怪我等で急遽出場者を変更せざるを得ない場合は、受付にご相談ください。 
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６．3月 13日（日）リレー競技、個人競技 

 6.1 会場レイアウト 

 競技会場外はすべて競技エリアです。 

 競技会場内のウォーミングアップエリア以外の場所では、危険防止のため、競技時以外に走ること

はお控えください。 

 競技時間中、会場出入り口付近では多くの選手の通過が予想されます。会場外への不必要な出

入りはお控えください。会場で必要なもの（飲食物等）は、あらかじめご用意のうえご来場ください。 

     

 

6.2 受付、地図配付 

 競技で使用する地図は事前に配付します。リレー競技はチームごと、個人競技は各参加者ごとに

封筒に入っていますので、各自該当のものをお持ちください。（セルフサービスです。）地図はテー

プで封をした状態で配付します。スタートするまで、テープを破る、地図の中を見る等の行為をして

はいけません。 

 封筒には地図のほかに、バックアップラベル、ナンバーカード（リレー競技の場合はチーム分すべて）

が封入されています。ナンバーカードの下一桁は走順を表しています。なお、安全ピンは各自でご

用意ください。（安全ピンは受付で若干数を販売しています。） 

 13 日のみ参加の方には、上記の配付物のほか、e-card（レンタルの場合のみ）も封入されていま

す。12日から引き続きご参加の方は、前日使用した e-card をそのまま使用してください。 

 申し込み時に不備があった方は、封筒内に配付物の代わりにお知らせを封入します。受付にて上

記配付物と交換してください。 

 コンパスの貸し出しを行っています。保証金等は必要ありませんが、破損、紛失した場合などは実

費をいただきます。 

 個人所有の e-card を忘れた方には、レンタルを行っていますので、受付にお申し出ください。レン

タル代は 300 円です。なお、e-card を紛失、破損された場合は実費をいただきます。 



15 

 

 当日申込み可能なクラスはありませんのでご了承ください。 

 

 6.3 リレーオーダー提出 

 リレー競技（ORL・ORS）に出場される方は、受付で走順を示すオーダー表をご提出ください。申し込

み用紙に記入した順番のとおりに出走する場合でも、オーダー表の提出は必要です。 

 怪我等で急遽出場者を変更せざるを得ない場合は、リレーオーダー提出時間内に受付にご相談く

ださい。 

 提出締切は9：10です。必ずこの時間までにご提出ください。 

 

 6.4 会場入口付近の通行、更衣室の利用 

 会場への入口付近は、競技中多くの選手の通過が予想されます。競技時間中は、会場外への不

必要な出入りはお控えください。 

 来場の際、または帰宅される際などの通行は妨げませんが、競技の公平性の維持、また通行する

方の安全性の観点から、通行を少しお待ちいただく場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

また、通行の際は役員の指示に従ってください。 

 会場外に更衣室を設けますが、競技中は一時閉鎖させていただきます。ご利用いただける時間は

下記のとおりです。また、更衣室は荷物置き場としては使用できません。 

 更衣室利用時間  開場～9：00、11：50～ 

 

 6.5 リレーデモンストレーション 

 9：00から会場で、リレー競技のデモンストレーション（競技説明）を行います。前走者が来る方向、

レーンの位置、チェンジオーバーの方法、次走者の進行方向等を確認できます。 

 

 6.6 リレー競技第１走者、個人競技スタート 

 スタート時刻の10分前に第1走者はスタート地区に集合してください。必ず事前に配付した地図を

持参してください。 

 スタートに遅刻した場合は失格となります。 

 e-card、ナンバーカードおよび地図のない選手は出走できません。 

 スタート地区では役員の指示に従ってe-cardのアクティベートを行ってください。 

 スタートの合図はピストルで行います。フライングがあった場合は、役員の指示に従ってスタートをや

り直します。 

 スタート後、赤白色テープ誘導に従って進み、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。こ

れに従わなかった場合は失格とします。 

 

 6.7 競技時間 

 リレー競技の競技時間は 4 時間 30 分です。 

 個人競技の競技時間は １ 時間 30 分です。 

 競技時間を超えると失格となります。その場合は、競技中でも速やかにフィニッシュに向かってく

ださい。 
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6.8 競技中の誘導 

 競技中には、クラスによって誘導が分岐する箇所があります。当日公式掲示板にレイアウトを示し

ます。 

 誘導分岐点には、誘導の補助として看板を設けます。 

 

  6.9 前走者接近情報 

 前走者接近情報の通知は行いませんが、前走者が会場内を走行する様子を、目視で確認するこ

とができます。 

 

6.10 チェンジオーバー 

 次走者待機枠入口にアクティベートユニットを設置します。各自、e-cardのアクティベートを行ってく

ださい。e-cardの故障が疑われる場合は、役員に申し出てください。 

 e-card、ナンバーカードおよび地図のない選手は出走できません。 

 チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触をもって行います。チェンジオーバーが正しく行われ

なかったと役員が判断した場合、そのチームは失格とします。次走者が次走者待機枠にいない場

合でも、チェンジオーバーを行うまで、フィニッシュを示すユニットにパンチしてはいけません。 

 チェンジオーバー後の次走者は、赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグ（地図上の△）を通過

してください。これに従わなかった場合は失格とします。 

 チェンジオーバーするまで、地図のテープを破る、地図の中を見る等の行為を禁止します。 

 同一走者が同一チームの連続した走順に出走する場合は、フィニッシュのユニットにパンチして、

e-cardの読み取りを行ってください。その後、渡河点を通って次走者枠まで移動し、次の走順での

競技を開始してください。この際、e-cardのアクティベートを忘れずに行ってください。また、待機枠

の役員には、走順が連続しておりすぐにスタートする旨お声かけください。 

 

6.11 フィニッシュ 

 一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でe-cardをフィニッシュに提

出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導に従って進んでください。これに従わなか

った場合は失格とします。 

 フィニッシュを示すユニットをパンチした瞬間を、競技終了（パンチングフィニッシュ）とします。としま

す。フィニッシュ後は追い越し禁止とします。 

 e-cardを役員の指示に従って提出してください。e-cardを提出できない場合は失格とします。 

 リスタート前にフィニッシュした場合は、地図回収を行います。フィニッシュ後、役員の指示に従い地

図を箱に入れてください。地図を提出できない場合は失格とします。なお、回収した地図はリスター

ト後に返却します。 

 フィニッシュ閉鎖時刻は、リレー競技が14:40、個人競技が11:40です。競技途中であっても、この

時刻までにフィニッシュを通過してください。 

 レンタルe-cardは計時終了後、回収させていただきます。 

 

6.12 リスタート 

 リスタート時刻は13:10です。ただし、当日の進行状況によって変更する場合があります。変更の場
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合は競技会場にて放送を行います。 

 チェンジオーバーできなかったすべての選手は、リスタート時刻の10分前までに次走者待機枠に集

まってください。リスタート時刻に遅刻すると出走できません。 

 次走者待機枠入口のアクティベートユニットで、各自e-cardのアクティベートを行ってください。 

 リスタートを希望しない場合は、必ず次走者待機枠の役員に申し出てください。 

 次走者待機枠に集合した後でも、リスタート時刻まではチェンジオーバーが可能です。 

 リスタートしたチームは参考記録となります。 

 

6.13 失格対応 

 失格したチームについても、その後のチェンジオーバーは妨げません。 

 

6.14 地図返却 

 リレー競技、個人競技で使用した地図はリスタート終了後に返却します。返却場所は、放送により案

内します。 

 地図返却開始前に帰宅される場合、後日郵送での返却も可能です。郵送による返却をご希望の

方は、受付で申し出てください。なお、同じ所属クラブからご参加の方がいる場合などは、極力その

方に持ち帰っていただくよう、ご協力お願いします。 

 

6.15 地図販売・配布 

 リスタート終了後、大会受付にて地図販売および地図配布を行います。下記の地図を1枚500円で

当日販売します。 

 ミドル選手権（学生の部）コース図 

 リレー選手権（学生の部）コース図 

 全コントロール図 

 日本学連賛助会員には、全コントロール図を1枚配付します。希望者は、大会受付まで申し出てくだ

さい。 

 

6.16 調査依頼 

 フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 

 調査依頼を行う場合は、フィニッシュ後、速やかに調査依頼用紙に必要事項を記入し、大会本部

へ提出してください。調査依頼用紙は大会受付に用意します。 

 調査依頼受付の締切は、個人競技12：40、リレー競技15：40です。 

 

 6.17 表彰 

 表彰式は実施しませんが、入賞者には賞状および商品を贈呈します。 

 リレー競技では、各クラス上位3チームを表彰します。また、女性のみで構成されたチームの中で、

各クラス 1 位のチームを特別表彰します。なお、同一の選手が2回以上出走した場合、2回目以

降は参考記録とさせていただきます（表彰対象には含めません。） 

 個人競技では、男女別に各クラス上位3名を表彰します。 

 表彰対象者は放送で発表いたします。発表がありましたら、対象の方は本部前に集まってください。 

 大学OB・OG対抗戦の優勝校にも賞状および商品を贈呈します。優勝校の代表者の方は本部前ま

でお越しください。  
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７．初心者クラス 

12 日（土）のみ開催します。13 日（日）は実施いたしません。（当初要項で公表した内容から変更し

ております。ご了承ください。） 

 

①受付 

 ９:00～14:00 の間に会場受付にお越しください。スタート時間を決めていただきます。競技の諸注

意をご説明します。 

 受付で地図とコントロールカード（CC）をお渡しします。 

 コンパス（方位磁針）のレンタルを希望される方は、受付でその旨を告げてください。貸出は無料で

すが、破損した場合には実費をいただくことがあります。 

 参加費は 500 円（人数によらず一律）です。個人またはグループでの参加ができます。 

②初心者説明 

 初めてオリエンテーリングをされる方を対象に、初心者説明を行います。ご希望の方に随時行いま

すので、受付でお声かけください。 

③スタート 

 受付で希望された時間にスタートします。運動ができる格好で地図と CC を持って、スタート時刻

の 10 分前までに受付へお越しください。役員の指示に従ってスタートしてください。 

④競技・ゴール 

 競技で使用するエリアは会場の周辺です。 

 地図に表記されている△（スタート）から順番通りに全てのコントロールを回ってください。 

 各コントロールにはパンチが設置してあります。CC の所定の欄にパンチで穴をあけてください。誤っ

た欄に穴を空けると失格となります。 

 全てのコントロールを回りましたら◎（ゴール）に向かってください。 

 途中で競技をやめる場合にも、必ずゴールへお越しください。帰還が確認できない場合は、捜索の

対象になる可能性があります。 

⑤表彰 

 完走された方には、 

『完走証』をお渡ししま

す。 

 

 

※自転車でご来場の際は、図の印の 

付近に用意する駐輪スペースをご利

用ください。（会場までは上り坂があ

ります。）なお、会場から徒歩 15分の、

大会参加者用駐車場（玉生運動広場）

への駐輪も可能です。  
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８．モデルイベント 

本大会では、3 月 10日（木）および 3月 11 日（金）に、モデルイベントを開催します。モデルイベント

で使用するテレインは、実際の競技で使用するテレインと類似しています。学生の部への出場者のほか、

併設大会に参加予定の方、観戦で来場予定の方もモデルイベントに参加することができます。 

 

8.1 モデルイベント会場へのアクセス 

モデルイベント会場 は、城の湯やすらぎの里 

ふれあい館（矢板市川崎反町295）です。 

 徒歩で来場する場合 

JR矢板駅より約30分（2.4km）です。  

 タクシーで来場する場合 

JR矢板駅より約10分（2.4km）です。 

 自家用車の場合 

       東北自動車道矢板ICより約10分（5.0km） 

です。城の湯やすらぎの里内の駐車場を 

ご利用ください。 
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8.2 モデルイベント開設時間 

3月10日（木）  13：00～16：00（受付終了15：00） 

3月11日（金）   8：30～12：00（受付終了11：00） 

 

8.3 モデルイベント開設時間 

当日受付で若干数の地図を販売します（1枚700円）。地図の仕様は下記の表のとおりです。 

縮尺／等高線間隔 1:10000／5m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4 （297×210mm） 

地図表記 JSOM2007準拠 

 

耐水性 

耐水加工なし 

（各自で地図ビニール袋等をご用意ください） 

コントロール位置説明 JSCD2008準拠 

8.4 受付 

モデルイベントにご参加の方は、「入山申請書」に必要事項を記入し、テレインに向か 

う前に受付にご提出ください。下山後は開設時間内に、受付で下山報告をしてください。報告時間は3

月10日（木）は16:00、11日（金）は12：00までです。報告がない場合、捜索の対象となります。 

 

8.5 e-card、コンパスの貸し出し受付 

受付でe-card、コンパスの貸し出しを行います。e-cardは300円、コンパスは無料です。貸し出した

e-card、コンパスはモデルイベント専用のもので、ミドル、リレー等で利用することはできません。なお貸し

出しの数には限りがあります。貸し出したe-card、コンパスは下山報告の際に、必ず受付に返却してくださ

い。なお紛失もしくは破損した場合、弁償金として実費を徴収します。 

 

8.6 テレイン内設置内容 

モデルイベントで設置する器具、設置状況は下記の通りです。 

 コントロール 

テレイン内の全コントロール位置には、フラッグおよびコントロールユニットを設置します。 

 スタート地区 

ミドル学生の部、選手権クラスのスタート地区に準じた設備を設置します。 

 フィニッシュ地区 

パンチングフィニッシュのためのコントロールユニットを設置します。 

 使用テープ 

実際の競技に準じた誘導テープ、立入禁止テープを設置します。注意喚起を表す黒黄色テープ

は、モデルイベント会場に設置します。 

 

8.7 注意事項 

 ゴミは各自でお持ち帰りください。 

 主管が設置したもの以外の器具をモデルイベントテレイン内に設置することは一切認めません。 

 受付に救護セットを用意しています。必要な方はお申し出ください。 
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９．スタートリスト 

  ＯＡＬ 

スタート 

時刻 

ゼッケン 

番号 
名前 e-card 所属 

9:10 7000 田濃 邦彦 412157 静岡 OLC 

9:11 7001 八神 遥介 レンタル ときわ走林会 

9:12 7002 川上 雅人 168859 中澤運営おつかれ 

9:13 7003 新谷 国隆 158568 名古屋大学 OB 

9:14 7004 瀬沼 健 レンタル 電気通信大学 OB 

9:15 7005 赤坂 太郎 レンタル 早稲田大学 OB 

9:16 7006 加納 尚子 483354 朱雀 OK 

9:17 7007 小林 岳人 180816 ES関東 C 

9:18 7008 細淵 晃平 196646 一橋東北早稲田連合 

9:19 7009 小鷲 宜也 レンタル チームあやくりこ 

9:20 7010 大塚 弘樹 220303 おひとりさま会・2軍 3軍ゲスト 

9:21 7011 石井 伸明 レンタル 15字以内に収まりませんでした。 

9:22 7012 鍋谷 泰紀 レンタル 六国会 

9:23 7013 津島 直樹 117464 航走の会 

9:24 7014 宮本 知江子 185348 京葉 OL クラブ 

9:25 7015 針谷 尚幸 レンタル おひとりさま会・2軍 3軍ゲスト 

9:26 7016 中林 祥基 196078 緑桜会 

9:27 7017 中村 浩之 レンタル 運任せ系オリエンティア 

9:28 7018 尾崎 弘和 220441 トータス 

9:29 7019 坪居 大介 レンタル 東京工業大学 OB 

9:30 7020 高橋 建輔 レンタル 新潟大学 OB 

9:31 7021 山本 賀彦 483429 千葉大学 OB 

9:32 7022 今泉 正喜 レンタル ときわ走林会 

9:33 7023 大木 孝 レンタル みちの会 

9:34 7024 池田 匠 レンタル   

9:35 7025 大山 佳祐 レンタル 航走の会 

9:36 7026 松澤 俊行 レンタル 東北大学 OB 

9:37 7027 小栗 真哉 レンタル 六国会 

9:38 7028 荒井 正敏 198771 多摩ＯＬ 

9:39 7029 太田 貴大 205084 東北大 05年入学 

9:40 7030 小山 清 レンタル 筑波大学 OB 

9:41 7031 岩田 健太郎 168953 杏友会 

9:42 7032 久米田 誉晃 483428 一橋東北早稲田連合 
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9:43 7033 登坂 祥大 レンタル 丘の上 

9:44 7034 宮本 幸治 レンタル 京葉 OL クラブ 

9:45 7035 入江 崇 レンタル 青葉会 

9:46 7036 田代 雅之 198842 方向音痴会 

9:47 7037 菅谷 裕志 76980 OLCルーパー 

9:48 7038 村田 祐貴 レンタル 15字以内に収まりませんでした。 

9:49 7039 稲毛 日菜子 169131 お茶大 OG 

9:50 7040 宮川達哉 483422 所沢ＯＬ 

9:51 7041 稲葉 英雄 220378 三河 OLC 

9:52 7042 江田 黎子 195992 緑桜会 

9:53 7043 伊東 博司 412475 広島大学 OB 

9:54 7044 南家 弘章 210527 六国会 

9:55 7045 高橋 摩帆 レンタル 一風会 

9:56 7046 桜井 剛 196643 方向音痴会 

9:57 7047 菊澤 恵三 レンタル 多摩ＯＬ 

9:58 7048 藤村 陸 222750 トータス 

9:59 7049 中村 由紀子 レンタル 中澤運営おつかれ 

10:00 7050 池田 博 レンタル 方向音痴会 

10:01 7051 石塚 脩之 410073 東北大 05年入学 

10:02 7052 木村 耕平 83105 入間市ＯＬＣ 

10:03 7053 蔵田 真彦 38792 神奈川県川崎市 

10:04 7054 小松 和輝 レンタル 運任せ系オリエンティア 

10:05 7055 石坂 翼樹 200738 チーム R 

10:06 7056 大橋 晴彦 182349 杏友会 

10:07 7057 内藤一平 レンタル 紅萌会 

10:08 7058 村越 久子 483347 静岡 OLC 

10:09 7059 吉田 勉 レンタル みちの会 

10:10 7060 今野 直人 レンタル 運任せ系オリエンティア 

10:11 7061 岡本 将志 レンタル 竹中村 

10:12 7062 栗栖 怜央 レンタル 緑桜会 

10:13 7063 加藤 哲平 レンタル つばめ会 

10:14 7064 上島 通浩 レンタル つるまい OLC 

10:15 7065 渡辺 円香 161049 木酔会 

10:16 7066 田仲 圭 レンタル 新潟大学 OB 

10:17 7067 日下 雅弘 220412 東北大 05年入学 

10:18 7068 大杉 祥二 レンタル   

10:19 7069 木村 修 レンタル ES関東 C 
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10:20 7070 山田 高志 レンタル トータス 

10:21 7071 下村 淳子 170207 おひとり様会 W 

10:22 7072 細川 知希 208289 名古屋大学 OB 

10:23 7073 立川 悠平 レンタル 新潟大学 OB 

10:24 7074 杦田 士郎 レンタル 緑外会 

10:25 7075 上坂 昌生 レンタル 北海道大学 OB 

10:26 7076 谷川  友太 87666 OLCルーパー 

10:27 7077 横山 理恵 レンタル 金沢大学 OG 

10:28 7078 大林 俊彦 173280 チーム谷垣 2016 

10:29 7079 井口 良範 レンタル 高崎 OLC 

10:30 7080 佐々木 裕之 レンタル ＦＦＣ 

10:31 7081 昆野 郁 レンタル 札幌農学校 

10:32 7082 佐藤 颯太 レンタル 15字以内に収まりませんでした。 

10:33 7083 高野 由紀 408515 入間市ＯＬＣ 

10:34 7084 横澤 夕香 レンタル 京都橘女子大 OG 

10:35 7085 更科 裕介 レンタル 新潟大学 OB 

10:36 7086 森 竜生 198766 横浜 OL クラブ 

10:37 7087 福田 雅秀 190125 川越 OLC 

10:38 7088 新 隆徳 77024 一橋東北早稲田連合 

11:00 7089 中島 克行 レンタル 静岡 OLC 

 

  ＯＡＭ 

スタート

時刻 

ゼッケン

番号 
名前 e-card 表示所属 

9:45 7200 栗原 真季子 レンタル チームあやくりこ 

9:46 7201 大野 政男 レンタル   

9:47 7202 鈴木 正夫 483383 千葉 OLK 

9:48 7203 後藤 俊介 レンタル 千葉大 OB-A 

9:49 7204 太田 夏美 レンタル 千葉大 OG 

9:50 7205 田中 博 401266 入間市ＯＬＣ 

9:51 7206 二俣 みな子 63971 おひとり様会 W 

9:52 7207 栄森 貴久 レンタル 紅萌会 

9:53 7208 鈴木 榮一 483407 千葉 OLK 

9:54 7209 高野 政雄 408432 入間市ＯＬＣ 

9:55 7210 小林 二郎 209683 入間市ＯＬＣ 

9:56 7211 町井 稔 483414 長野県協会 

9:57 7212 中安 正弘 210519 春日部 OLC 
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9:58 7213 大塚 歩 2220304 おひとり様会 W 

9:59 7214 山川 順子 66287 千葉大学 OG 

10:00 7215 河合 利幸 レンタル OLCレオ 

10:01 7216 弓削田 槙一 170203 入間市ＯＬＣ 

10:02 7217 堀 滉司 レンタル 中澤運営おつかれ 

10:03 7218 仁多見 剛 483353 東京工業大学 OB 

10:04 7219 角田 明子 92842 一風会 

10:05 7220 大塚 校市 483411 千葉 OLK 

10:06 7221 海老沢 正 479632 入間市ＯＬＣ 

10:07 7222 常住紗織 レンタル 筑波大学 OG 

10:08 7223 山本 博司 412158 ES関東クラブ 

10:09 7224 小橋 正明 レンタル 新潟大学 OB 

10:10 7225 倉田 美知子 レンタル 千葉大 OG 

10:11 7226 小笠原 揚太郎 401810 東京 OL クラブ 

10:12 7227 宇治橋 祐之 レンタル １Ｑ８Ｘ留年生の会 

10:13 7228 荻田 育徳 401591 OCΔ下野 

10:14 7229 小林 重信 レンタル ときわ走林会 

10:15 7230 植松 裕子 190157 入間市 OLC 

 

   ＯＡＳ 

スタート

時刻 

ゼッケン

番号 
名前 e-card 表示所属 

10:20 7400 植木 国勝 レンタル 
 

10:21 7401 高橋 厚 483410 多摩ＯＬ 

10:22 7402 山本 陽子 408454 ES関東クラブ 

10:23 7403 伊藤 清 198826 ワンダラーズ 

10:24 7404 佐藤 清吾 レンタル 六国会 

10:25 7405 今井信親 198772 ワンダラーズ 

10:26 7406 今井栄 221889 ワンダラーズ 

10:27 7407 宮川祐子 173194 ＥＳ関東Ｃ 

10:28 7408 上島 乃英 レンタル 名古屋市 

10:29 7409 吉田 しのぶ レンタル 方向音痴会 

10:30 7410 金井 桂一 レンタル 方向音痴会 

10:31 7411 小泉 辰喜 196185 東京 OL クラブ 

10:32 7412 浅野 昭 レンタル つばめ会 

10:33 7413 加藤 伶子 402185 入間市ＯＬＣ 

10:34 7414 田中 洋子 401295 入間市ＯＬＣ 
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10:35 7415 津田 春菜 レンタル 千葉大 OG 

10:36 7416 児玉 拓 レンタル 
 

10:37 7417 的場 洋輔 401739 おひとりさま会・2軍 3軍ゲスト 

10:38 7418 武藤 拓王 レンタル １Ｑ８Ｘ留年生の会 

10:39 7419 丸藤 純 77016 航走の会 

10:40 7420 吉江 一樹 レンタル 千葉大 OB-B 

11:00 7421 中島 真理 レンタル 静岡 OLC 

 

   ＯＢ 

スタート

時刻 

ゼッケン

番号 
名前 e-card 所属 

10:45 7600 上島 じゅ菜 レンタル 名古屋市 

 

   ＯＲＬ 

リレーチーム名 ゼッケン番号 名前 e-card 

横浜 OL クラブ 6001-6003 

森 竜生 198766 

橋本 浩一 レンタル 

天野 仁 レンタル 

チーム谷垣 2016 6011-6013 

大林 俊彦 173280 

谷垣 宣孝 409833 

山根 祥延 レンタル 

緑桜会 6021-6023 

江田 黎子 195992 

中林 祥基 196078 

栗栖 怜央 レンタル 

六国会 6031-6033 

鍋谷 泰紀 レンタル 

小栗 真哉 レンタル 

南家 弘章 210527 

お仕事だいしゅき 6041-6043 

橋詰 莉子 レンタル 

大関 幸織 レンタル 

名塚 晴香 レンタル 

1991年入学北東学連合同 6051-6053 

松澤 俊行 レンタル 

入江 崇 レンタル 

上坂 昌生 レンタル 

渋谷で走る会 6061-6063 

篠原 岳夫 77032 

篠原 夏子 221789 

篠原 岳夫 77032 
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竹中村 A 6071-6073 

岡本 将志 レンタル 

新見 哲也 レンタル 

太田 瑛佑 レンタル 

竹中村 B 6081-6083 

今泉 知也 レンタル 

神山 康 レンタル 

岡本 将志 レンタル 

木酔会 6091-6093 

渡辺 円香 161049 

源後 知行 183122 

皆川 美紀子 158572 

トータス 6101-6103 

藤村 陸 222750 

尾崎 弘和 220441 

山田 高志 レンタル 

多摩 OLレジェンド 6111-6113 

荒井 正敏 198771 

菊澤 恵三 レンタル 

高橋 厚 483410 

チームインカレエリート再び 6121-6123 

市谷 優太 レンタル 

柄 晃裕 180521 

村山 宗理 180475 

名古屋大学 OB(34期） 6131-6133 

前田 悠作 180525 

細川 知希 208289 

新谷 国隆 158568 

１Ｑ８Ｘ留年生の会 6141-6143 

竹下 俊輔 レンタル 

武藤 拓王 レンタル 

宇治橋 祐之 レンタル 

東北大 05年入学 6151-6153 

太田貴大 205084 

日下雅弘 220412 

石塚脩之 410073 

新潟大学 OB 6161-6163 

更科 裕介 レンタル 

田仲 圭 レンタル 

立川 悠平 レンタル 

運任せ系オリエンティア 6171-6173 

小松 和輝 レンタル 

中村 浩之 レンタル 

今野 直人 レンタル 

15字以内に 

収まりませんでした。 
6181-6183 

佐藤 颯太 レンタル 

村田 祐貴 レンタル 

石井 伸明 レンタル 
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一橋東北早稲田連合 6191-6193 

細渕 晃平 196646 

新 隆徳 77024 

久米田 誉晃 483428 

入間川越連合 6201-6203 

木村 耕平 83105 

高野 由紀 408515 

福田 雅秀 190125 

入間市ＯＬＣ煎茶 6211-6213 

海老沢正 479632 

高野政雄 408432 

小林二郎 209683 

千葉大 OB-A 6231-6233 

谷口 彰登 レンタル 

根本 直人 レンタル 

後藤 俊介 レンタル 

千葉大 OG 6241-6243 

太田 夏美 レンタル 

倉田 美知子 レンタル 

津田 春菜 レンタル 

中澤運営おつかれ 6251-6253 

三善 研吾 レンタル 

中村 由紀子 レンタル 

堀 滉司 レンタル 

おひとりさま会・2軍 3軍ゲスト 6261-6263 

大塚 弘樹 220303 

針谷 尚幸 レンタル 

的場 洋輔 401739 

つばめ会 6271-6273 

奥田 健史 レンタル 

浅野 昭 483353 

吉田 慎吾 レンタル 

つばめ会２４期 6281-6283 

坪居 大介 レンタル 

前田 芳樹 レンタル 

鷹觜 和邦 レンタル 

つばめ会３３期 6291-6293 

長坂 侑亮 レンタル 

福地 翔 レンタル 

豊永 恭平 レンタル 

名古屋大学 OB 6301-6303 

近藤 康満 180888 

菅谷 裕志 76980 

谷川 友太 87666 

航走の会 6311-6313 

丸藤 純 77016 

津島 直樹 117464 

大山 佳祐 レンタル 
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信陵会 6321-6323 

高橋 徹 レンタル 

菅原 圭生 レンタル 

菅野 美里 レンタル 

金沢工大顧問 9001 

円井 基史 77038 

円井 基史 77038 

円井 基史 77038 

チーム T 9011 

寺垣内 航 189724 

寺垣内 航 189724 

寺垣内 航 189724 

札幌農学校 Z 9021 

池 陽平 79273 

池 陽平 79273 

池 陽平 79273 

 

   ＯＲＳ 

リレーチーム名   名前 e-card 

千葉 OLK-V 6501-6503 

大塚 校市 483411 

鈴木 榮一 483407 

鈴木 正夫 483383 

チームあやくりこ 6511-6513 

小鷲 宜也 レンタル 

栗原 真季子 レンタル 

神山 綾 レンタル 

MADAM'S 2016 6521-6523 

村越 久子 483347 

加納 尚子 483354 

植松 裕子 190157 

おひとり様会 W 6531-6533 

下村 淳子 170207 

二俣 みな子 63971 

大塚 歩 2220304 

チーム１年生の時の 

インカレ再び 
6541-6543 

田中 麻耶 レンタル 

松下 未来 レンタル 

増川 武志 180533 

腹黒 OLC とその他 6551-6553 

菊池 健美 レンタル 

上野 優 レンタル 

柏倉 佳介 レンタル 

千葉大 OB-B 6561-6563 

尾崎 健志 レンタル 

吉江 一樹 レンタル 

小見山 斉彰 レンタル 
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一風会 6571-6573 

高橋 良寿 レンタル 

高橋 摩帆 レンタル 

角田 明子 92842 

入間市ＯＬＣ抹茶 6581-6583 

田中 博 401266 

加藤 伶子 402185 

田中 洋子 401295 

 

   ＯＳＬ 

ゼッケン

番号 
名前 e-card クラブ 

6800 赤坂太郎 レンタル 早稲田大学 OB 

6801 稲葉英雄 220378 三河 OLC 

6802 山本 賀彦 483429 千葉大学 OB 

6803 山本博司 412158 ES関東クラブ 

6804 田代 雅之 198842 方向音痴会 

6805 井口 良範 レンタル 高崎 OLC 

6806 上島 通浩 レンタル つるまい OLC 

6807 八神 遥介 レンタル ときわ走林会 

6808 高橋 建輔 レンタル 新潟大学 OB 

6809 横澤 夕香 レンタル 京都橘女子大 OG 

6810 瀬沼 健 レンタル 電気通信大学 OB 

6811 木村 修 レンタル ES関東 C 

6812 桜井 剛 196643 方向音痴会 

6813 中島 克行 レンタル 静岡 OLC 

6814 石坂 翼樹 200738 チーム R 

6815 杦田 士郎 レンタル 緑外会 

6816 横田 幸也 レンタル 新潟大学 OB 

6817 山川 順子 66287 千葉大学 OG 

6818 根岸 岳 レンタル 三浪は中退しました 

6819 昆野 郁 レンタル 札幌農学校 

6820 横山 理恵 レンタル 金沢大学 OG 

6821 田濃 邦彦 412157 静岡 OLC 

6822 嶋岡 雅浩 196194 名古屋大学 OB 

6823 山下 智之 146713 入間市 OLC 

6824 蔵田 真彦 38792 神奈川県川崎市 

6825 椎名晃丈 198868 東海高校 
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6826 大橋 晴彦 182349 杏友会 

6827 和佐田 祥太郎 198866 東海高校 

 

   ＯＳＳ 

ゼッケン

番号 
名前 e-card クラブ 

6900 植木国勝 レンタル   

6901 山本陽子 408454 ES関東クラブ 

6902 佐藤 清吾 レンタル 六国会 

6903 今井 信親 198772 ワンダラーズ 

6904 今井 栄 221889 ワンダラーズ 

6905 上島 乃英 レンタル 名古屋市 

6906 上島 じゅ菜 レンタル 名古屋市 

6907 荻田 育徳 401591 OCΔ下野 

6908 小泉 辰喜 196185 東京 OL クラブ 

6909 中島 真理 レンタル 静岡 OLC 

6910 小橋 正明 レンタル 新潟大学 OB 

6911 小林賢太朗 レンタル 新潟大学 OB 

6912 大杉 祥二 レンタル   

 

 

10．ＯＢ・ＯＧ対抗戦 

    本大会では、出身大学による対抗戦を実施します。競技規則は３１ページに記載のとおりです。 
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2015 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス、リレー競技部門 併設大会 

ＯＢ・ＯＧ 大学対抗戦 競技規則 

 

下記のとおり、大学 OB・OG による対抗戦を行います。個人競技およびリレー競技の成績に応じたポイント

を加算し、最もポイントの高い大学 1 校を表彰します。 

 

(1) 対象クラス 

日付 クラス 

3 月 12 日（土） ＯＡＬ,ＯＡＭ,ＯＡＳ,ＯＢ 

3 月 13 日（日） ＯＲＬ,ＯＲＳ,ＯＳＬ,ＯＳＳ 

(2) ポイント加算方法 

以下の表にしたがってポイントの加算を行います。 

日付 種目 クラス 
総合 女子 混合 

1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 1 位 

3月 12 日（土） ミドル 

ＯＡＬ 10 6 3 10 6 3 ‐ 

ＯＡＭ 7 4 2 7 4 2 ‐ 

ＯＡＳ 4 2 1 4 2 1 ‐ 

ＯＢ 4 2 1 4 2 1 ‐ 

3月 13日（日） 

3 人リレー 
ＯＲＬ 30 18 9 30 18 9 18 

ＯＲＳ 15 9 3 15 9 3 9 

個人 
ＯＳＬ 10 6 3 10 6 3 ‐ 

ＯＳＳ 5 2 1 5 2 1 ‐ 

【ミドル・個人】 

・女子が総合 3 位以内であった場合、総合のポイントも付与します。 

例）OAM で女子が総合 2 位かつ女子 1 位の場合 ⇒ 7＋4＝11 点 

  ・OB・OG 大学対抗戦に該当しない選手（高校生など）が 3 位以内の場合、順位の繰り上げはせず、「当該

順位の該当選手なし」として扱います。 

【３人リレー】 

・3 人のうち男子、女子が各 1 名以上いるリレーチームを「混合チーム」とします。 

・女子・混合チームが総合 3 位以内であった場合、総合のポイントも付与します。 

例）ORS で女子チームが総合 3 位（女子 1 位）になった場合 ⇒ 15＋3＝18 点 

・複数の大学出身の選手からなるチーム、一部に OB・OG 大学対抗戦に該当しない選手を含むチーム（大学

OB・OG と高校生の混合チームなど）が 3 位以内であった場合は、人数に応じてポイントを分配します。 

例）東京大学 1 名、東北大学 1 名、名古屋大学 1 名からなるチームが ORL 総合 1 位の場合 

      ⇒ 東北大学、東京大学、名古屋大学それぞれに（30 点×1/3＝）10 点ずつ加算します。 

  ・OB・OG 大学対抗戦に該当しないチーム（高校生のみのチームなど）が 3 位以内であった場合、順位の

繰り上げはせず、「当該順位の該当チームなし」として扱います。 

  ・同じ選手が 2 回以上出走するチームがポイント加算対象の順位であった場合、そのチームには 3 位と同じ

ポイントを加算します。また、それ以降のチームについては順位を繰り上げてポイントを加算します。 


